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第Ⅸ章 循環器系の疾患（I00－I99） 

Diseases of the circulatory system 

 

除外： 

周産期に発生した病態（Ｐ00－Ｐ96） 

感染症及び寄生虫症（Ａ00－Ｂ99） 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ00－Ｏ99） 

先天奇形， 変形及び染色体異常（Ｑ00－Ｑ99） 

内分泌， 栄養及び代謝疾患（Ｅ00－Ｅ90） 

損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98） 

新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｄ48） 

症状， 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（Ｒ00－Ｒ99） 

全身性結合組織障害（Ｍ30－Ｍ36） 

一過性脳虚血発作及び関連症候群（Ｇ45.-） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｉ00－Ｉ02 急性リウマチ熱 

Ｉ05－Ｉ09 慢性リウマチ性心疾患 

Ｉ10－Ｉ15 高血圧性疾患 

Ｉ20－Ｉ25 虚血性心疾患 

Ｉ26－Ｉ28 肺性心疾患及び肺循環疾患 

Ｉ30－Ｉ52 その他の型の心疾患 

Ｉ60－Ｉ69 脳血管疾患 

Ｉ70－Ｉ79 動脈， 細動脈及び毛細血管の疾患 

Ｉ80－Ｉ89 静脈， リンパ管及びリンパ節の疾患， 他に分類されないもの 

Ｉ95－Ｉ99 循環器系のその他及び詳細不明の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｉ32＊ 他に分類される疾患における心膜炎 

Ｉ39＊ 他に分類される疾患における心内膜炎及び心弁膜障害 

Ｉ41＊ 他に分類される疾患における心筋炎 

Ｉ43＊ 他に分類される疾患における心筋症 

Ｉ52＊ 他に分類される疾患におけるその他の心臓障害 

Ｉ68＊ 他に分類される疾患における脳血管障害 

Ｉ79＊ 他に分類される疾患における動脈， 細動脈及び毛細血管の障害 

Ｉ98＊ 他に分類される疾患における循環器系のその他の障害 
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急性リウマチ熱（Ｉ00－Ｉ02） 

Acute rheumatic fever 

 

Ｉ00 心臓併発症の記載のないリウマチ熱 

 Rheumatic fever without mention of heart involvemenｔ 

 包含： 

   関節炎を伴う急性又は亜急性リウマチ熱  

 Ｉ01 心臓併発症を伴うリウマチ熱 

 Rheumatic fever with heart involvemenｔ 

  除外： 

   ウマチ熱に起因する慢性疾患（Ｉ05－Ｉ09）で， 現在はリウマチ熱が存在していない

もの， 又はリウマチ熱の経過において再燃もしくは活動性の証拠のないもの。  

死亡時におけるリウマチ熱の活動性について疑いのある場合は， 死亡コーディ ング

ルール及びガイドラインを参照する。  

Ｉ01．0 急性リウマチ性心膜炎 

  心膜炎を伴うＩ00 の各病態 

  リウマチ性心膜炎（急性） 

 除外： 

   リウマチ性と明示されないもの（Ｉ30.-） 

Ｉ01．1 急性リウマチ性心内膜炎 

  心内膜炎又は心弁膜炎を伴うＩ00 の各病態 

  急性リウマチ性心弁膜炎 

Ｉ01．2 急性リウマチ性心筋炎 

  心筋炎を伴うＩ00 の各病態 

Ｉ01．8 その他の急性リウマチ性心疾患 

  その他の病型又は多発型の心臓併発症を伴うＩ00 の各病態 

  急性リウマチ性汎心炎 

Ｉ01．9 急性リウマチ性心疾患， 詳細不明 

  病型不明の心臓併発症を伴うＩ00 の各病態 

  リウマチ性： 

  ・急性心炎 

  ・活動性又は急性心疾患  

Ｉ02 リウマチ性舞踏病 

 Rheumatic chorea 

 包含： 
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   シデナム＜Sydenham＞舞踏病 

 除外： 

   舞踏病： 

   ・ＮＯＳ（Ｇ25．5） 

   ・ハンチントン＜Huntington＞（Ｇ10） 

Ｉ02．0 心臓併発症を伴うリウマチ性舞踏病 

  心臓併発症を伴う舞踏病 ＮＯＳ 

  Ｉ01.-の各病型の心臓併発症を伴うリウマチ性舞踏病 

Ｉ02．9 心臓併発症を伴わないリウマチ性舞踏病 

  リウマチ性舞踏病 ＮＯＳ 

 

慢性リウマチ性心疾患（Ｉ05－Ｉ09） 

Chronic rheumatic heart diseases 

 

Ｉ05 リウマチ性僧帽弁疾患 

 Rheumatic mitral valve diseases 

 包含： 

 Ｉ05．0 及びＩ05．2－Ｉ05．9 に分類される病態， リウマチ性の記載の有無にかかわら

ない 

 除外： 

   非リウマチ性と明示されたもの（Ｉ34.-） 

Ｉ05．0 僧帽弁狭窄（症） 

Ｉ05．1 リウマチ性僧帽弁閉鎖不全（症） 

  リウマチ性僧帽弁： 

  ・閉鎖不全（症） 

  ・逆流（症） 

Ｉ05．2 閉鎖不全（症）を伴う僧帽弁狭窄（症） 

  閉鎖不全（症）又は逆流（症）を伴う僧帽弁狭窄（症） 

Ｉ05．8 その他の僧帽弁疾患 

  僧帽弁不全（症） 

Ｉ05．9 僧帽弁疾患， 詳細不明 

  僧帽弁障害（慢性） ＮＯＳ 

Ｉ06 リウマチ性大動脈弁疾患 

 Rheumatic aortic valve diseases 

 除外： 

   リウマチ性と明示されないもの（Ｉ35.-） 
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Ｉ06．0 リウマチ性大動脈狭窄（症） 

Ｉ06．1 リウマチ性大動脈弁閉鎖不全（症） 

  リウマチ性大動脈弁： 

  ・閉鎖不全（症） 

  ・逆流（症） 

Ｉ06．2 閉鎖不全（症）を伴うリウマチ性大動脈弁狭窄（症） 

  閉鎖不全（症）又は逆流（症）を伴うリウマチ性大動脈弁狭窄（症） 

Ｉ06．8 その他のリウマチ性大動脈弁疾患 

Ｉ06．9 リウマチ性大動脈弁疾患， 詳細不明 

  リウマチ性大動脈弁疾患 ＮＯＳ 

Ｉ07 リウマチ性三尖弁疾患 

 Rheumatic tricuspid valve diseases 

 包含： 

   リウマチ性と明示されているもの又は原因の特定できないもの 

 除外： 

   非リウマチ性と明示された場合（Ｉ36.-） 

Ｉ07．0 三尖弁狭窄（症） 

  三尖弁狭窄（症）（リウマチ性） 

Ｉ07．1 三尖弁閉鎖不全（症） 

  三尖弁閉鎖不全（症）（リウマチ性） 

Ｉ07．2 閉鎖不全（症）を伴う三尖弁狭窄（症） 

Ｉ07．8 その他の三尖弁疾患 

Ｉ07．9 三尖弁疾患， 詳細不明 

  三尖弁障害 ＮＯＳ 

Ｉ08 連合弁膜症 

 Multiple valve diseases 

 包含： 

   リウマチ性と明示されているもの又は原因の特定できないもの 

 除外： 

   心内膜炎， 弁膜不詳（Ｉ38） 

   リウマチ性心疾患以外の明示された原因による連合弁膜症 （Ｉ34－Ｉ38，  

   Ｑ22－Ｑ23， Ｑ24．8 にある該当するコードを使用する。） 

   心内膜のリウマチ性疾患， 弁膜不詳（Ｉ09．1） 

Ｉ08．0 僧帽弁及び大動脈弁の合併障害 

  僧帽弁及び大動脈弁膜症の合併， リウマチ性と明示されているもの又は 

  原因の特定できないもの 
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Ｉ08．1 僧帽弁及び三尖弁の合併障害 

Ｉ08．2 大動脈弁及び三尖弁の合併障害 

Ｉ08．3 僧帽弁， 大動脈弁及び三尖弁の合併障害 

Ｉ08．8 その他の連合弁膜症 

Ｉ08．9 連合弁膜症， 詳細不明  

Ｉ09 その他のリウマチ性心疾患 

 Other rheumatic heart diseases 

Ｉ09．0 リウマチ性心筋炎 

 除外： 

   リウマチ性と明示されない心筋炎（Ｉ51．4） 

Ｉ09．1 心内膜のリウマチ性疾患， 弁膜不詳 

  リウマチ性： 

  ・心内膜炎（慢性） 

  ・弁膜炎（慢性） 

 除外： 

   心内膜炎， 弁膜不詳（Ｉ38） 

Ｉ09．2 慢性リウマチ性心膜炎 

  癒着性心膜炎， リウマチ性 

  慢性リウマチ性： 

  ・縦隔心膜炎 

  ・心筋心膜炎 

 除外： 

   リウマチ性と明示されないもの（Ｉ31.-） 

Ｉ09．8 その他の明示されたリウマチ性心疾患 

  肺動脈弁のリウマチ性疾患 

Ｉ09．9 リウマチ性心疾患， 詳細不明 

  リウマチ性： 

  ・心炎 

  ・心不全 

 除外： 

   関節リウマチ性心炎（Ｍ05．3） 

 

高血圧性疾患（Ｉ10－Ｉ15） 

Hypertensive diseases 

 除外： 

     妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するもの（Ｏ10－Ｏ11， Ｏ13－Ｏ16） 
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   冠血管を障害するもの（Ｉ20－Ｉ25） 

     新生児高血圧（症）（Ｐ29．2） 

     肺高血圧（症）（Ｉ27．0）  

 

Ｉ10 本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 

 Essential (primary) hypertension 

 包含： 

   高血圧 

    高血圧（症）（動脈性）（良性）（本態性）（悪性）（原発性＜一次性＞）（全身性） 

 除外： 

   下記の血管を障害するもの：  

   ・脳（Ｉ60－Ｉ69） 

   ・眼（Ｈ35．0） 

Ｉ11 高血圧性心疾患 

 Hypertensive heart disease 

 包含： 

   高血圧（症）によるＩ50.-， Ｉ51．4－Ｉ51．9 の各病態 

Ｉ11．0 心不全（うっ血性）を伴う高血圧性心疾患 

  高血圧性心不全 

Ｉ11．9 心不全（うっ血性）を伴わない高血圧性心疾患 

  高血圧性心疾患 ＮＯＳ 

I12 高血圧性腎疾患 

 Hypertensive renal disease 

 包含： 

   高血圧による N00－N07，N18.-，N19.-又は N26.-の各病態 

 腎の動脈硬化（症） 

 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 

 高血圧性腎症＜ネフロパシー＞ 

 腎硬化症 

 除外： 

  二次性＜続発性＞高血圧（症）（I15.-） 

Ｉ12．0 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 

  高血圧性腎不全 

Ｉ12．9 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 

  高血圧性腎疾患 ＮＯＳ 

Ｉ13 高血圧性心腎疾患 
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 Hypertensive heart and renal disease 

 包含： 

   Ｉ12.-の病態を伴うＩ11.-の各病態  

   疾患： 

   ・心腎 

   ・心血管腎 

Ｉ13．0 心不全（うっ血性）を伴う高血圧性心腎疾患 

Ｉ13．1 腎不全を伴う高血圧性心腎疾患 

Ｉ13．2 心不全（うっ血性）及び腎不全の合併を伴う高血圧性心腎疾患 

Ｉ13．9 高血圧性心腎疾患， 詳細不明 

Ｉ15 二次性＜続発性＞高血圧（症） 

 Secondary hypertension 

 除外： 

   下記の血管を障害するもの：  

   ・脳（Ｉ60－Ｉ69） 

   ・眼（Ｈ35．0） 

Ｉ15．0 腎血管性高血圧（症） 

Ｉ15．1 その他の腎障害による二次性＜続発性＞高血圧（症） 

 ※ 腎性高血圧（症） ＮＯＳ 

Ｉ15．2 内分泌障害による二次性＜続発性＞高血圧（症） 

Ｉ15．8 その他の二次性＜続発性＞高血圧（症） 

Ｉ15．9 二次性＜続発性＞高血圧（症）， 詳細不明 

 

虚血性心疾患（Ｉ20－Ｉ25） 

Ischaemic heart diseases 

注：疾病分類の場合， I21，I22，I24，I25 で使用される期間は， 虚血発作の発症から治

療のための入院までに経過した期間とする。 死因分類の場合， 罹病期間は発症から

死亡までに経過した期間とする。  

 包含： 

   高血圧（症）（Ｉ10－Ｉ15）の記載があるもの 

   高血圧（症）の存在を明示することが必要な場合は， 追加コ－ドを使用する。  

 

Ｉ20 狭 心 症 

 Angina pectoris 

Ｉ20．0 不安定狭心症 

  狭心症：              
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  ・増悪型             

  ・初発労作型 

  ・増悪労作型 

  中間（型）冠（状）症候群 

  梗塞前症候群 

Ｉ20．1 記録されたれん＜攣＞縮を伴う狭心症 

  狭心症： 

  ・血管れん＜攣＞縮（性）    

  ・プリンツメタル＜Prinzmetal＞ 

  ・れん＜攣＞縮誘発    

  ・異型 

Ｉ20．8 その他の型の狭心症 

  労作（時）（性）狭心症 

  冠(状)動脈遅延流症候群 

  狭心症 

Ｉ20．9 狭心症， 詳細不明 

  狭心症 ＮＯＳ 

  狭心症症候群 

  虚血性胸痛 

Ｉ21 急性心筋梗塞 

 Acute myocardial infarction 

 包含： 

    急性と明示された， 又は期間が発症から 4 週（28 日）以内と記載された心筋梗塞 

 除外： 

急性心筋梗塞の続発合併症（Ｉ23.-） 

 心筋梗塞： 

   ・陳旧性（Ｉ25．2） 

   ・慢性と明示されたもの， 又は期間が発症から4週（28日）を超えると記載されたも

の（Ｉ25．8） 

 ・再発性（Ｉ22.-） 

   心筋梗塞後症候群（Ｉ24．1） 

Ｉ21．0 前壁の急性貫壁性心筋梗塞 

  貫壁性梗塞（急性）： 

  ・前壁 ＮＯＳ 

  ・前壁心尖  

  ・前側壁  
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  ・前壁中隔 

Ｉ21．1 下壁の急性貫壁性心筋梗塞 

  貫壁性梗塞（急性）： 

  ・横隔膜壁    

  ・下壁 ＮＯＳ 

         ・下側壁 

  ・下後壁                

Ｉ21．2 その他の部位の急性貫壁性心筋梗塞 

  貫壁性梗塞（急性）： 

  ・心尖・側壁             

  ・基部・側壁             

  ・高位側壁              

  ・側壁 ＮＯＳ             

  ・後壁（真性）  

  ・後基部 

  ・後側壁 

  ・後壁中隔 

  ・中隔 ＮＯＳ 

Ｉ21．3 急性貫壁性心筋梗塞， 部位不明 

  貫壁性心筋梗塞 ＮＯＳ 

Ｉ21．4 急性心内膜下心筋梗塞 

  非貫壁性心筋梗塞 ＮＯＳ 

Ｉ21．9 急性心筋梗塞， 詳細不明 

  心筋梗塞（急性） ＮＯＳ 

Ｉ22 再発性心筋梗塞 

 Subsequent myocardial infarction 

注：疾病コーディングについては，以前の梗塞が発症から 4 週間（28 日）以内に発生した心

筋部位の梗塞を本項目に割り当てる。 

 包含： 

   心筋梗塞 

   拡張 

   反復性 

   再梗塞 

  除外： 

    慢性と明示されたもの， 又は期間が発症から 4 週（28 日）を超えると記載されたも

の（Ｉ25．8） 
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Ｉ22．0 前壁の再発性心筋梗塞 

  再発性梗塞（急性）： 

  ・前壁 ＮＯＳ 

  ・前壁心尖 

  ・前側壁 

  ・前壁中隔 

Ｉ22．1 下壁の再発性心筋梗塞 

  再発性梗塞（急性）： 

  ・横隔膜壁     

  ・下壁 ＮＯＳ        

  ・下側壁 

  ・下後壁               

Ｉ22．8 その他の部位の再発性心筋梗塞 

  再発性心筋梗塞（急性）： 

  ・心尖・側壁             

  ・基部・側壁             

  ・高位側壁              

  ・側壁 ＮＯＳ             

  ・後壁（真性） 

  ・後基部 

  ・後側壁 

  ・後壁中隔 

  ・中隔 ＮＯＳ 

Ｉ22．9 部位不明の再発性心筋梗塞 

Ｉ23 急性心筋梗塞の続発合併症 

 Certain current complications following acute myocardial infarction 

 除外： 

   本病態が急性心筋梗塞と同時に起こった場合（Ｉ21－Ｉ22） 

   本病態が急性心筋梗塞の現在の合併症であることが明示されていない場合 

   （Ｉ31.-， Ｉ51.-）  

Ｉ23．0 急性心筋梗塞の続発合併症としての心膜血腫 

 ※ 心膜内血液貯留 

Ｉ23．1 急性心筋梗塞の続発合併症としての心房中隔欠損（症） 

Ｉ23．2 急性心筋梗塞の続発合併症としての心室中隔欠損（症） 

Ｉ23．3 急性心筋梗塞の続発合併症としての心膜血腫を伴わない心（壁）破裂 

 除外： 
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   心膜血腫を伴うもの（Ｉ23．0） 

Ｉ23．4 急性心筋梗塞の続発合併症としての腱索の断裂 

Ｉ23．5 急性心筋梗塞の続発合併症としての乳頭筋の断裂 

Ｉ23．6 急性心筋梗塞の続発合併症としての心房， 心耳， 心室の血栓症 

Ｉ23．8 急性心筋梗塞のその他の続発合併症 

Ｉ24 その他の急性虚血性心疾患 

 Other acute ischaemic heart diseases 

 除外： 

   狭心症（Ｉ20.-） 

   新生児の一過性心筋虚血（Ｐ29．4） 

Ｉ24．0 冠（状）（動脈）血栓症， 心筋梗塞に至らなかったもの 

  冠（状）（動脈）（静脈）：    

  ・塞栓症  

  ・閉塞   ｝ 心筋梗塞に至らなかったもの 

  ・血栓塞栓症  

除外： 

   慢性と明示されたもの， 又は期間が発症から 4 週（28 日）を超えると記載されたもの

（Ｉ25．8） 

Ｉ24．1 ドレスラー＜Dressler＞症候群 

  心筋梗塞後症候群 

Ｉ24．8 その他の型の急性虚血性心疾患 

  冠（状）（動脈）： 

  ・不全 

  ・機能不全（症） 

Ｉ24．9 急性虚血性心疾患， 詳細不明 

 除外： 

   虚血性心疾患（慢性） ＮＯＳ（Ｉ25．9） 

Ｉ25 慢性虚血性心疾患 

      Chronic ischaemic heart disease 

 除外： 

   心血管疾患 ＮＯＳ（Ｉ51．6） 

Ｉ25．0 アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化性心血管疾患と記載されたもの 

Ｉ25．1 アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化性心疾患 

  冠（状）（動脈）： 

  ・アテローム        

  ・アテローム＜じゅく＜粥＞状＞動脈硬化（症）          
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  ・疾患 

  ・硬化症 

Ｉ25．2 陳旧性心筋梗塞 

  治癒心筋梗塞 

 心電図又はその他の専門的検査により診断された過去の心筋梗塞で， 現在は症状のない

もの 

Ｉ25．3 心室瘤 

  心（臓）壁動脈瘤 

  心臓瘤 

Ｉ25．4 冠（状）動脈瘤 

  冠動静脈瘻， 後天性 

 除外： 

   先天性冠（状）動脈瘤（Ｑ24．5） 

Ｉ25．5 虚血性心筋症 

Ｉ25．6 無痛性＜無症候性＞心筋虚血 

Ｉ25．8 その他の型の慢性虚血性心疾患 

   慢性と明示されたもの， 又は期間が発症から 4 週（28 日）を越えると記載されたＩ21－Ｉ

22 及びＩ24.-の各病態 

Ｉ25．9 慢性虚血性心疾患， 詳細不明 

  虚血性心疾患（慢性） ＮＯＳ 

 

肺性心疾患及び肺循環疾患（Ｉ26－Ｉ28） 

Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation 

 

Ｉ26 肺 塞 栓 症 

 Pulmonary embolism 

 包含： 

   肺（動脈）（静脈）： 

   ・梗塞 

   ・血栓塞栓症 

   ・血栓症 

 除外： 

   下記に合併するもの： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．2） 

   ・妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞（Ｏ88.-）  

Ｉ26．0 急性肺性心と記載された肺塞栓症 
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  急性肺性心 ＮＯＳ 

Ｉ26．9 急性肺性心の記載のない肺塞栓症 

  肺塞栓症 ＮＯＳ 

Ｉ27 その他の肺性心疾患 

 Other pulmonary heart diseases 

Ｉ27．0 原発性肺高血圧（症） 

Ｉ27．1 （脊柱）後弯側弯性心疾患 

Ｉ27．2 その他の二次性＜続発性＞肺高血圧（症） 

  原因疾患の分類が必要な場合には追加コードを使用する。  

Ｉ27．8 その他の明示された肺性心疾患 

 除外： 

   アイゼンメンゲル＜Eisenmenger＞症候群（Q21．8) 

Ｉ27．9 肺性心疾患， 詳細不明 

  慢性心肺疾患 

  肺性心（慢性） ＮＯＳ 

Ｉ28 その他の肺血管の疾患 

 Other diseases of pulmonary vessels 

Ｉ28．0 肺血管の動静脈瘻 

Ｉ28．1 肺動脈の動脈瘤 

Ｉ28．8 肺血管のその他の明示された疾患 

  破裂  

          肺血管 

  狭窄 

Ｉ28．9 肺血管の疾患， 詳細不明 

 

その他の型の心疾患（Ｉ30－Ｉ52） 

Other forms of heart disease 

 

Ｉ30 急性心膜炎 

 Acute pericarditis 

 包含： 

   急性心膜滲出液貯溜 

 除外： 

   リウマチ性心膜炎（急性）（Ｉ01．0） 

Ｉ30．0 急性非特異性特発性心膜炎  

Ｉ30．1 感染性心膜炎 

  心膜炎： 
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  ・化膿性： 

   ・肺炎球菌性 

   ・ブドウ球菌性 

   ・連鎖球菌性 

  ・その他病原体が明示されたもの 

  ・ウイルス性 

  化膿性心膜炎 ＮＯＳ 

  感染性心膜炎 ＮＥＣ 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 ※ 注：本項目の内容例示は， 日本で独自に再編集したものである。  

Ｉ30．8 その他の型の急性心膜炎 

Ｉ30．9 急性心膜炎， 詳細不明 

Ｉ31 心膜のその他の疾患 

 Other diseases of pericardium 

 除外：  

   急性心筋梗塞の続発合併症（Ｉ23.-） 

   心（臓）切開後症候群（Ｉ97．0） 

   外傷（Ｓ26.-） 

   リウマチ性と明示されたもの（Ｉ09．2） 

Ｉ31．0 慢性癒着性心膜炎 

  心膜癒着＜accretio cordis＞ 

  癒着性縦隔心膜炎 

Ｉ31．1 慢性収縮性心膜炎 

  収縮性心膜癒着＜concretio cordis＞ 

  心膜石灰化 

Ｉ31．2 心膜血腫， 他に分類されないもの 

  心膜内血液貯留 

Ｉ31．3 心膜滲出液（非炎症性） 

  乳び＜糜＞心膜 

 ※ 心膜内乳び＜糜＞貯留  

Ｉ31．8 心膜のその他の明示された疾患 

  心外膜斑＜プラク＞ 

  巣状心膜癒着 

Ｉ31．9 心膜の疾患， 詳細不明 

  心タンポナーデ 

  心膜炎（慢性） ＮＯＳ 
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Ｉ32＊  他に分類される疾患における心膜炎 

 Pericarditis in diseases classified elsewhere 

Ｉ32．0＊ 他に分類される細菌性疾患における心膜炎 

  心膜炎： 

  ・淋菌性（Ａ54．8†） 

  ・髄膜炎菌性（Ａ39．5†） 

  ・梅毒性（Ａ52．0†） 

  ・結核性（Ａ18．8†） 

Ｉ32．1＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における心膜炎 

Ｉ32．8＊ 他に分類されるその他の疾患における心膜炎 

  心膜炎（下記におけるもの）： 

  ・関節リウマチ性（Ｍ05．3†） 

  ・全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞性（Ｍ32．1†） 

  ・尿毒症性（Ｎ18．8†） 

Ｉ33 急性及び亜急性心内膜炎 

 Acute and subacute endocarditis 

 除外： 

   急性リウマチ性心内膜炎（Ｉ01．1） 

   心内膜炎 ＮＯＳ（Ｉ38） 

Ｉ33．0 急性及び亜急性感染性心内膜炎 

  心内膜炎（急性）（亜急性）： 

  ・細菌性  

  ・感染性 ＮＯＳ               

  ・延性           

  ・悪性 

  ・敗血症性   

  ・瘍性           

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

Ｉ33．9 急性心内膜炎， 詳細不明 

  心内膜炎    

  心筋心内膜炎      急性又は亜急性 

  心膜心内膜炎   

Ｉ34 非リウマチ性僧帽弁障害 

 Nonrheumatic mitral valve disorders 

 除外：  

   僧帽弁：  
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   ・疾患（Ｉ05．9）） 

   ・不全（症）（Ｉ05．8） 

   ・狭窄（症）（Ｉ05．0） 

   原因不明であるが下記の記載を伴う場合：  

   ・大動脈弁の疾患（Ｉ08．0） 

   ・僧帽弁狭窄（症）又は閉塞（症）＜obstruction＞（Ｉ05．0） 

   先天性と明示された場合 （Ｑ23．2， Ｑ23．3） 

   リウマチ性と明示された場合（Ｉ05.-）  

Ｉ34．0 僧帽弁閉鎖不全（症） 

  僧帽弁： 

  ・閉鎖不全（症）  

                   ＮＯＳ又は原因が明示されたもの， リウマチ性を除く 

  ・逆流（症）   

Ｉ34．1 僧帽弁逸脱（症） 

  フロッピーバルブ症候群 

 ※ 僧帽弁逸脱症候群 

 除外： 

   マルファン＜Marfan＞症候群（Ｑ87．4） 

Ｉ34．2 非リウマチ性僧帽弁狭窄（症） 

Ｉ34．8 その他の非リウマチ性僧帽弁障害 

Ｉ34．9 非リウマチ性僧帽弁障害， 詳細不明 

Ｉ35 非リウマチ性大動脈弁障害 

 Nonrheumatic aortic valve disorders 

 除外：  

   肥大型大動脈弁下狭窄（症）（Ｉ42．1）  

     原因不明であるが僧帽弁疾患の記載を伴う場合（Ｉ08．0） 

     先天性と明示された場合 （Ｑ23．0， Ｑ23．1） 

   リウマチ性と明示された場合（Ｉ06.-）  

Ｉ35．0 大動脈弁狭窄（症） 

Ｉ35．1 大動脈弁閉鎖不全（症） 

  大動脈弁： 

  ・閉鎖不全（症） 

                   ＮＯＳ又は原因が明示されたもの， リウマチ性を除く 

  ・逆流（症）  

Ｉ35．2 大動脈弁の閉鎖不全（症）を伴う狭窄（症） 

Ｉ35．8 その他の大動脈弁障害  

Ｉ35．9 大動脈弁障害， 詳細不明 

Ｉ36 非リウマチ性三尖弁障害 
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 Nonrheumatic tricuspid valve disorders 

 除外：  

   原因不明の場合（Ｉ07.-） 

     先天性と明示された場合 （Ｑ22．4， Ｑ22．8， Ｑ22．9） 

   リウマチ性と明示された場合（Ｉ07.-）  

Ｉ36．0 非リウマチ性三尖弁狭窄（症） 

Ｉ36．1 非リウマチ性三尖弁閉鎖不全（症） 

  三尖弁： 

  ・閉鎖不全（症）  

               原因が明示された場合， リウマチ性を除く 

  ・逆流（症）      

Ｉ36．2 閉鎖不全（症）を伴う非リウマチ性三尖弁狭窄（症） 

Ｉ36．8 その他の非リウマチ性三尖弁障害 

Ｉ36．9 非リウマチ性三尖弁障害， 詳細不明 

Ｉ37 肺動脈弁障害 

 Pulmonary valve disorders 

 除外：  

   先天性と明示された場合 （Ｑ22．1， Ｑ22．2， Ｑ22．3） 

   リウマチ性と明示された場合（Ｉ09．8）  

Ｉ37．0 肺動脈弁狭窄（症） 

Ｉ37．1 肺動脈弁閉鎖不全（症） 

  肺動脈弁（性）： 

  ・閉鎖不全（症）  

              ＮＯＳ又は原因が明示された場合， リウマチ性を除く 

  ・逆流（症）      

Ｉ37．2 肺動脈弁の閉鎖不全（症）を伴う狭窄（症） 

Ｉ37．8 その他の肺動脈弁障害 

Ｉ37．9 肺動脈弁障害， 詳細不明  

Ｉ38 心内膜炎， 弁膜不詳 

 Endocarditis, valve unspecified 

 包含： 

   心内膜炎（慢性） ＮＯＳ 

   弁膜（性）： 

   ・閉鎖不全（症）  

   ・逆流（症）        詳細不明の弁膜 ＮＯＳ又は原因が明示されたもの，  

   ・狭窄（症）        リウマチ性又は先天性を除く  

        （心）弁膜炎（慢性）    

 除外：  
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   心臓弁の先天性不全 ＮＯＳ（Ｑ24．8）  

     心臓弁の先天性狭窄 ＮＯＳ（Ｑ24．8）  

     心内膜線維弾性症（Ｉ42．4） 

   リウマチ性と明示された場合（Ｉ09．1） 

Ｉ39＊  他に分類される疾患における心内膜炎及び心弁膜障害 

 Endocarditis and heart valve disorders in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   下記における心内膜の障害：  

   ・カンジダ感染症（Ｂ37．6†） 

   ・淋菌感染症（Ａ54．8†） 

   ・リプ＜ブ＞マン・ザックス＜Libman－Sacks＞病（Ｍ32．1†） 

   ・髄膜炎菌感染症（Ａ39．5†） 

   ・関節リウマチ（Ｍ05．3†） 

   ・梅毒（Ａ52．0†） 

   ・結核（Ａ18．8†） 

   ・腸チフス（Ａ01．0†） 

Ｉ39．0＊ 他に分類される疾患における僧帽弁障害 

Ｉ39．1＊ 他に分類される疾患における大動脈弁障害 

Ｉ39．2＊ 他に分類される疾患における三尖弁障害 

Ｉ39．3＊ 他に分類される疾患における肺動脈弁障害 

Ｉ39．4＊ 他に分類される疾患における連合弁膜症 

Ｉ39．8＊ 弁膜不詳の心内膜炎， 他に分類される疾患におけるもの 

Ｉ40 急性心筋炎 

 Acute myocarditis 

Ｉ40．0 感染性心筋炎 

  敗血症性心筋炎 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

Ｉ40．1 孤立性心筋炎  

Ｉ40．8 その他の急性心筋炎 

Ｉ40．9 急性心筋炎， 詳細不明 

Ｉ41＊  他に分類される疾患における心筋炎 

 Myocarditis in diseases classified elsewhere 

Ｉ41．0＊ 他に分類される細菌性疾患における心筋炎 

  心筋炎： 

  ・ジフテリア（性）（Ａ36．8†）    

  ・淋菌性（Ａ54．8†） 
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  ・髄膜炎菌性（Ａ39．5†） 

  ・梅毒性（Ａ52．0†） 

  ・結核性（Ａ18．8†） 

Ｉ41．1＊ 他に分類されるウイルス性疾患における心筋炎 

  インフルエンザ心筋炎（急性）(J09†, J10．8†, J11．8†) 

  ムンプス心筋炎（B26．8†） 

Ｉ41．2＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における心筋炎 

  下記における心筋炎： 

  ・シャーガス＜Chagas＞病（慢性）（Ｂ57．2†） 

  ・急性（Ｂ57．0†） 

  ・トキソプラズマ症（Ｂ58．8†） 

Ｉ41．8＊ 他に分類されるその他の疾患における心筋炎 

  関節リウマチ性心筋炎（Ｍ05．3†） 

  サルコイド＜類肉腫＞心筋炎（Ｄ86．8†） 

Ｉ42 心 筋 症 

 Cardiomyopathy 

 除外：  

   下記に合併する心筋症：  

   ・妊娠（Ｏ99．4） 

   ・産じょく＜褥＞（Ｏ90．3） 

   虚血性心筋症（Ｉ25．5） 

Ｉ42．0 拡張型心筋症 

  うっ血型心筋症 

Ｉ42．1 閉塞性肥大型心筋症 

  肥大型大動脈弁下狭窄（症） 

 ※ ＨＯＣＭ 

 ※ ＩＨＳＳ  

Ｉ42．2 その他の肥大型心筋症 

  非閉塞性肥大型心筋症 

Ｉ42．3 心内膜心筋（好酸球性）疾患 

  心内膜心筋（熱帯性）線維症 

  レフレル＜Löffler＞心内膜炎 

Ｉ42．4 心内膜線維弾性症 

  先天性心筋症 

Ｉ42．5 その他の拘束型心筋症 

  拘束型心筋症 ＮＯＳ  
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Ｉ42．6 アルコール性心筋症 

Ｉ42．7 薬物及びその他の外的因子による心筋症 

 原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｉ42．8 その他の心筋症 

Ｉ42．9 心筋症， 詳細不明 

  心筋症（原発性）（続発性） ＮＯＳ 

Ｉ43＊  他に分類される疾患における心筋症 

 Cardiomyopathy in diseases classified elsewhere 

Ｉ43．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における心筋症 

  ジフテリアによる心筋症（Ａ36．8†） 

Ｉ43．1＊ 代謝疾患における心筋症 

  心アミロイドーシス＜アミロイド症＞（Ｅ85.-†） 

Ｉ43．2＊ 栄養性疾患における心筋症 

  栄養性心筋症 ＮＯＳ（Ｅ63．9†） 

Ｉ43．8＊ 他に分類されるその他の疾患における心筋症 

  心（臓）の痛風結節（Ｍ10．0†） 

  甲状腺中毒症性心疾患（Ｅ05．9†） 

Ｉ44 房室ブロック及び左脚ブロック 

 Atrioventricular and left bundle-branch block 

Ｉ44．0 房室ブロック， 第１度 

Ｉ44．1 房室ブロック， 第２度 

  房室ブロック, Ｉ型及びⅡ型 

  モビッツ＜M öbitz＞型ブロック， Ｉ型及びⅡ型 

  第２度ブロック, Ｉ型及びⅡ型 

  ウェンケバッハ＜Wenckebach＞型ブロック  

Ｉ44．2 房室ブロック， 完全 

  完全心ブロック ＮＯＳ 

  第３度ブロック 

Ｉ44．3 その他及び詳細不明の房室ブロック 

  房室ブロック ＮＯＳ 

Ｉ44．4 左脚前枝ブロック 

Ｉ44．5 左脚後枝ブロック 

Ｉ44．6 その他及び詳細不明の分枝ブロック 

  左脚＜分枝＞ヘミブロック ＮＯＳ 

Ｉ44．7 左脚ブロック， 詳細不明 

Ｉ45 その他の伝導障害 
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 Other conduction disorders 

Ｉ45．0 右脚分枝ブロック 

Ｉ45．1 その他及び詳細不明の右脚ブロック 

  右脚ブロック ＮＯＳ 

Ｉ45．2 二束ブロック 

Ｉ45．3 三束ブロック 

Ｉ45．4 非特異性心室内ブロック 

  脚ブロック ＮＯＳ 

Ｉ45．5 その他の明示された心ブロック 

  洞房ブロック 

  洞心耳ブロック 

 除外： 

   心ブロック ＮＯＳ（Ｉ45．9） 

Ｉ45．6 早期興奮症候群 

  異常房室興奮 

  房室伝導： 

  ・促進 

  ・副伝導性 

  ・早期興奮 

  ロウン・ギャノン・レバイン＜Lown-Ganong-Levine＞＜ＬＧＬ＞症候群 

  ウォルフ・パーキンソン・ホワイト＜Wolff-Parkinson-White＞＜ＷＰＷ＞症候群  

Ｉ45．8 その他の明示された伝導障害 

  房室 ［ＡＶ］ 解離 

  干渉解離 

  ＱＴ延長症候群  

 除外： 

   QT 間隔の延長（R94．3) 

Ｉ45．9 伝導障害， 詳細不明 

  心ブロック ＮＯＳ 

  ストークス・アダムス＜アダムス・ストークス＞＜Stokes-Adams＞症候群 

Ｉ46 心 停 止 

 Cardiac arrest 

 除外： 

   心原性ショック（Ｒ57．0） 

    下記の合併症： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 
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   ・産科手術及び処置（Ｏ75．4） 

Ｉ46．0 蘇生に成功した心停止 

Ｉ46．1 心臓性突然死＜急死＞と記載されたもの 

 除外： 

   突然死＜急死＞： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ96.-） 

   ・伝導障害を伴うもの（Ｉ44－Ｉ45） 

   ・心筋梗塞を伴うもの（Ｉ21－Ｉ22） 

Ｉ46．9 心停止， 詳細不明 

Ｉ47 発作性頻拍（症） 

 Paroxysmal tachycardia 

 除外： 

   下記の合併症： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 

   ・産科手術及び処置（Ｏ75．4） 

   頻脈＜拍＞： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ00．0） 

   ・洞房性 ＮＯＳ（Ｒ00．0） 

   ・洞 ［洞性］  ＮＯＳ（Ｒ00．0） 

Ｉ47．0 リエントリー性心室性不整脈 

Ｉ47．1 上室（性）頻拍（症） 

  頻拍(症)(発作性)： 

・心房性 

・房室性 [AV]： 

・NOS 

・リエントリ性 (結節性)[AVNRT][AVRT] 

・接合部 

・結節性 

Ｉ47．2 心室（性）頻拍（症） 

Ｉ47．9 発作性頻拍（症）， 詳細不明 

  ブブレ（・ホフマン）＜Bouveret（-Hoffmann）＞症候群  

I48 心房細動及び粗動 

 Atrial fibrillation and flutter 

I48．0 発作性心房細動 

I48．1 持続性心房細動  

I48．2 慢性心房細動 
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I48．3  定型心房粗動  

  I 型心房粗動 

I48．4  非定型心房粗動 

  II 型心房粗動 

I48．9 心房細動及び心房粗動，詳細不明 

Ｉ49 その他の不整脈 

 Other cardiac arrhythmias 

 除外： 

   徐脈＜拍＞: 

   ・ＮＯＳ（Ｒ00．1） 

   ・洞房性（Ｒ00．1） 

   ・洞性（Ｒ00．1） 

   ・迷走神経性（Ｒ00．1） 

   下記の合併症： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 

   ・産科手術及び処置（Ｏ75．4） 

   新生児心調律障害（Ｐ29．1） 

Ｉ49．0 心室細動及び粗動 

Ｉ49．1 心房（性）早期脱分極 

  心房（性）期外収縮 

Ｉ49．2 房室接合部早期脱分極 

Ｉ49．3 心室性早期脱分極 

Ｉ49．4 その他及び詳細不明の早期脱分極 

  異所性拍動             

  期外収縮                 

  期外収縮性不整脈       

 早期：     

  ・拍動 ＮＯＳ 

  ・収縮 

Ｉ49．5 洞不全症候群 

 ※ ＳＳＳ 

  頻脈徐脈症候群 

Ｉ49．8 その他の明示された不整脈 

  律動障害： 

  ・冠状静脈洞性 

  ・異所性 
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  ・結節性 

Ｉ49．9 不整脈, 詳細不明 

Ｉ50 心 不 全 

 Heart failure 

 除外：  

   下記の合併症： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 

   ・産科手術及び処置（Ｏ75．4） 

   高血圧（症）によるもの（Ｉ11．0） 

   ・腎疾患を伴うもの（Ｉ13.-） 

   心臓手術に続発するもの又は心臓プロステーシスが装着されているもの 

    （Ｉ97．1） 

   新生児心不全（Ｐ29．0） 

Ｉ50．0 うっ血性心不全 

  うっ血性心疾患 

  右室不全 ［左心不全に続発］  

I50．1 左室不全 

  心臓喘息 

  左心不全 

  肺水腫，心疾患 NOS 又は心不全の記載があるもの  

Ｉ50．9 心不全， 詳細不明 

  心不全又は心筋不全 ＮＯＳ 

Ｉ51 心疾患の合併症及び診断名不明確な心疾患の記載 

Complications and ill-defined descriptions of heart disease 

 除外：  

   高血圧（症）によるＩ51．4－Ｉ51．9 の各病態（Ｉ11.-） 

   ・腎疾患を伴うもの（Ｉ13.-） 

   急性心筋梗塞に続発する合併症（Ｉ23.-） 

   リウマチ性と明示されたもの（Ｉ00－Ｉ09） 

Ｉ51．0 心（臓）中隔欠損（症）， 後天性 

  後天性中隔欠損（症）（陳旧性）： 

  ・心房 

  ・心室 

Ｉ51．1 腱索の断裂， 他に分類されないもの 

Ｉ51．2 乳頭筋の断裂， 他に分類されないもの  

Ｉ51．3 心臓内血栓症， 他に分類されないもの 
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  血栓症（陳旧性）： 

  ・心尖              

  ・心房    

  ・心耳       

  ・心室 

Ｉ51．4 心筋炎， 詳細不明 

  心筋線維症 

  心筋炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・慢性（間質性） 

Ｉ51．5 心筋変性（症） 

  心臓又は心筋の変性： 

  ・脂肪（性） 

  ・老人（性） 

  心筋疾患 

Ｉ51．6 心血管疾患， 詳細不明 

  心血管発作 ＮＯＳ 

 除外： 

   アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化性心血管疾患と記載されたもの（Ｉ25．0） 

Ｉ51．7 心（臓）拡大 

  心（臓）： 

  ・拡張 

  ・肥大 

  心室拡張 

Ｉ51．8 その他の診断名不明確な心疾患 

  心炎（急性）（慢性） 

  汎心炎（急性）（慢性） 

Ｉ51．9 心疾患， 詳細不明 

Ｉ52＊  他に分類される疾患におけるその他の心臓障害 

 Other heart disorders in diseases classified elsewhere 

 除外： 

 他に分類される疾患における心血管障害 ＮＯＳ（Ｉ98.-＊） 

Ｉ52．0＊ 他に分類される細菌性疾患におけるその他の心臓障害 

  髄膜炎菌性心炎 ＮＥＣ（Ａ39．5†） 

Ｉ52．1＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症におけるその他の心臓障害 

  住血吸虫症における肺性心疾患（Ｂ65.-†） 
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Ｉ52．8＊ 他に分類されるその他の疾患におけるその他の心臓障害 

  関節リウマチ性心炎（Ｍ05．3†） 

 

脳 血 管 疾 患（Ｉ60－Ｉ69） 

Cerebrovascular diseases 

 包含： 

   高血圧（症）（Ｉ10 及びＩ15.-の病態）の記載があるもの 

     高血圧（症）の存在を明示することが必要な場合は， 追加コードを使用する。  

 除外：  

   一過性脳虚血発作及び関連症候群（Ｇ45.-） 

   外傷性頭蓋内出血（Ｓ06.-） 

   血管性認知症（Ｆ01.-） 

 

Ｉ60 くも膜下出血 

 Subarachnoid haemorrhage 

 包含： 

   脳動脈瘤出血 

 除外： 

   くも膜下出血の続発・後遺症（Ｉ69．0） 

Ｉ60．0 頚動脈サイフォン及び頚動脈分岐部からのくも膜下出血 

Ｉ60．1 中大脳動脈からのくも膜下出血 

Ｉ60．2 前交通動脈からのくも膜下出血 

Ｉ60．3 後交通動脈からのくも膜下出血 

Ｉ60．4 脳底動脈からのくも膜下出血 

Ｉ60．5 椎骨動脈からのくも膜下出血 

Ｉ60．6 その他の頭蓋内動脈からのくも膜下出血 

  頭蓋内動脈の多発障害 

Ｉ60．7 頭蓋内動脈からのくも膜下出血， 詳細不明  

  （先天性）苺＜木の実＞状動脈瘤出血 ＮＯＳ 

  下記からのくも膜下出血： 

・脳 

              動脈 ＮＯＳ 

 ・交通  

Ｉ60．8 その他のくも膜下出血 

  髄膜出血 

  脳動静脈奇形の出血 

Ｉ60．9 くも膜下出血， 詳細不明 
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  （先天性）脳動脈瘤出血 ＮＯＳ 

Ｉ61 脳 内 出 血 

 Intracerebral haemorrhage 

 除外： 

   脳内出血の続発・後遺症（Ｉ69．1） 

Ｉ61．0 （大脳）半球の脳内出血， 皮質下 

  深部脳内出血 

Ｉ61．1 （大脳）半球の脳内出血， 皮質 

  （大）脳葉出血 

  表在性脳内出血 

Ｉ61．2 （大脳）半球の脳内出血， 詳細不明 

Ｉ61．3 脳幹の脳内出血 

Ｉ61．4 小脳の脳内出血 

Ｉ61．5 脳内出血， 脳室内 

Ｉ61．6 脳内出血， 多発限局性 

Ｉ61．8 その他の脳内出血 

Ｉ61．9 脳内出血， 詳細不明 

Ｉ62 その他の非外傷性頭蓋内出血 

      Other nontraumatic intracranial haemorrhage 

 除外： 

   頭蓋内出血の続発・後遺症（Ｉ69．2） 

Ｉ62．0 硬膜下出血（急性）（非外傷性） 

Ｉ62．1 非外傷性硬膜外出血 

 非外傷性硬膜上血腫 

Ｉ62．9 頭蓋内出血（非外傷性）， 詳細不明 

Ｉ63 脳 梗 塞 

       Cerebral infarction 

 包含： 

    脳動脈及び脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の閉塞及び狭窄によ

り発生した脳梗塞 

 除外： 

   脳梗塞の続発・後遺症（Ｉ69．3） 

Ｉ63．0 脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の血栓症による脳梗塞 

Ｉ63．1 脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の塞栓症による脳梗塞 

Ｉ63．2 脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗

塞 
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Ｉ63．3 脳動脈の血栓症による脳梗塞 

Ｉ63．4 脳動脈の塞栓症による脳梗塞 

Ｉ63．5 脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞 

Ｉ63．6 脳静脈血栓症による脳梗塞， 非化膿性 

Ｉ63．8 その他の脳梗塞  

Ｉ63．9 脳梗塞， 詳細不明 

Ｉ64 脳卒中， 脳出血又は脳梗塞と明示されないもの 

 Stroke, not specified as haemorrhage or infarction 

 包含： 

   脳卒中 ＮＯＳ 

 除外： 

   脳卒中の続発・後遺症（Ｉ69．4） 

Ｉ65 脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の閉塞及び狭窄， 脳梗塞に至らなかったも

の 

 Occlusion and stenosis of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction 

 包含： 

   塞栓症        

 狭窄                   脳底動脈， 頚動脈又は椎骨動脈，  

 閉塞（完全）（部分的）        脳梗塞に至らなかったもの 

     血栓症   

 除外： 

   脳梗塞の原因となったもの（Ｉ63.-） 

Ｉ65．0 椎骨動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ65．1 脳底動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ65．2 頚動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ65．3  多発性及び両側性の脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の閉塞及び狭窄 

Ｉ65．8 その他の脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の閉塞及び狭窄 

Ｉ65．9 詳細不明の脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）の閉塞及び狭窄 

  脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈） ＮＯＳ 

Ｉ66 脳動脈の閉塞及び狭窄， 脳梗塞に至らなかったもの 

 Occlusion and stenosis of cerebral arteries, not resulting in cerebral infarction 

 包含： 

   塞栓症        

 狭窄                 中， 前， 後大脳動脈及び小脳動脈， 

   閉塞（完全）（部分的）       脳梗塞に至らなかったもの 

   血栓症  



- 29 - 

 

 除外： 

   脳梗塞の原因となったもの（Ｉ63.-） 

Ｉ66．0 中大脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．1 前大脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．2 後大脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．3 小脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．4 多発性及び両側性の脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．8 その他の脳動脈の閉塞及び狭窄 

  穿通動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ66．9 詳細不明の脳動脈の閉塞及び狭窄 

Ｉ67 その他の脳血管疾患 

 Other cerebrovascular diseases 

 除外： 

   下記の病態の続発・後遺症（Ｉ69．8） 

Ｉ67．0 脳動脈壁の解離， 非＜未＞破裂性 

 除外： 

   脳動脈出血（Ｉ60．7） 

Ｉ67．1 脳動脈瘤， 非＜未＞破裂性 

  脳： 

  ・動脈瘤 ＮＯＳ 

  ・動静脈瘻， 後天性 

 除外： 

   先天性脳動脈瘤，非＜未＞破裂（Ｑ28.-） 

 脳動脈瘤破裂（I60.-）  

Ｉ67．2 脳動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

  脳動脈のアテローム 

 ※ 脳動脈硬化症 

Ｉ67．3 進行性血管性白質脳症 

  ビンズワンガー＜Binswanger＞病 

 除外： 

   皮質下血管性認知症（Ｆ01．2） 

Ｉ67．4 高血圧性脳症 

Ｉ67．5 もやもや病＜ウイリス動脈輪閉塞症＞ 

Ｉ67．6 頭蓋内静脈系の非化膿性血栓症 

  非化膿性血栓症： 

  ・脳静脈 
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  ・頭蓋内静脈洞 

 除外： 

   梗塞の原因となったもの（Ｉ63．6） 

Ｉ67．7 脳動脈炎， 他に分類されないもの 

Ｉ67．8 その他の明示された脳血管疾患 

  急性脳血管不全 ＮＯＳ 

  脳虚血（慢性） 

Ｉ67．9 脳血管疾患， 詳細不明 

Ｉ68＊  他に分類される疾患における脳血管障害 

 Cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere 

Ｉ68．0＊ 脳アミロイド血管症（Ｅ85.-†） 

Ｉ68．1＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における脳動脈炎 

  脳動脈炎：  

  ・リステリア性（Ａ32．8†） 

  ・梅毒性（Ａ52．0†） 

  ・結核性（Ａ18．8†） 

Ｉ68．2＊ 他に分類されるその他の疾患における脳動脈炎 

  全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞における脳動脈炎（Ｍ32．1†） 

Ｉ68．8＊ 他に分類される疾患におけるその他の脳血管障害 

 慢性腎臓病における尿毒症性卒中（N18．5†) 

I69 脳血管疾患の続発・後遺症 

 Sequelae of cerebrovascular disease 

 注：項目 I69 は，それ自身は他に分類されるが，続発・後遺症の原因が I60－I67．1 及び

I67．4－I67．9 の病態であることを示すために使用する。「続発・後遺症」とは、続発・後遺

症と記載された病態又は原因病態が発生後１年以上存在している病態を含む。 

慢性脳血管疾患については使用しない。これらを I60－I67 にコードする。 

Ｉ69．0 くも膜下出血の続発・後遺症 

Ｉ69．1 脳内出血の続発・後遺症 

Ｉ69．2 その他の非外傷性頭蓋内出血の続発・後遺症 

Ｉ69．3 脳梗塞の続発・後遺症 

Ｉ69．4 脳卒中の続発・後遺症， 出血又は梗塞と明示されないもの 

Ｉ69．8 その他及び詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症 

  

動脈， 細動脈及び毛細血管の疾患（Ｉ70－Ｉ79） 

Diseases of arteries, arterioles and capillaries 
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Ｉ70 アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

  Atherosclerosis 

 包含： 

   細動脈硬化（症） 

     動脈硬化（症） 

     動脈硬化性血管疾患 

   アテローム 

   変性：              

    ・動脈               

    ・動脈血管            

    ・血管 

   変形性又は閉塞性動脈内膜炎 

   老人性： 

   ・動脈炎 

   ・動脈内膜炎 

 除外： 

           脳動脈（Ｉ67．2） 

   冠動脈（Ｉ25．1） 

     腸間膜動脈（Ｋ55．1） 

   肺動脈（Ｉ27．0）  

下記のえ＜壊＞死の有無を示す補足的分類は分類項目 I70 における適切な細分類に伴う

ものとして任意的に使用する。 

０  え＜壊＞疽なし 

１  え＜壊＞疽あり 

Ｉ70．0 大動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

Ｉ70．1 腎動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

  ゴールドブラット＜Goldblatt＞腎 

 除外： 

   腎細動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症）（Ｉ12.-） 

Ｉ70．2 （四）肢の動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

  アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化性え＜壊＞疽 

  メンケベルグ＜M önckeberg＞（中膜）硬化（症） 

Ｉ70．8 その他の動脈のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

Ｉ70．9 全身性及び詳細不明のアテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

Ｉ71 大動脈瘤及び解離 

 Aortic aneurysm and dissection 
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Ｉ71．0 大動脈の解離 ［各部位］  

  解離性大動脈瘤（破裂性） ［各部位］  

Ｉ71．1 胸部大動脈瘤， 破裂性 

Ｉ71．2 胸部大動脈瘤， 破裂の記載がないもの 

Ｉ71．3 腹部大動脈瘤， 破裂性 

Ｉ71．4 腹部大動脈瘤， 破裂の記載がないもの 

Ｉ71．5 胸腹部大動脈瘤， 破裂性 

Ｉ71．6 胸腹部大動脈瘤， 破裂の記載がないもの 

Ｉ71．8 部位不明の大動脈瘤， 破裂性 

  大動脈の破裂 ＮＯＳ 

Ｉ71．9 部位不明の大動脈瘤， 破裂の記載がないもの 

  動脈瘤             

  拡張                        大動脈 

  硝子様＜ヒアリン＞え＜壊＞死  

Ｉ72 その他の動脈瘤及び解離 

 Other aneurysm and dissection 

 包含： 

   動脈瘤（蔓状）（偽性＜仮性＞）（破裂） 

 除外： 

   大動脈瘤（I71１.-） 

 動静脈瘤 NOS（Ｑ27．3） 

 動静脈瘤 NOS：  

 ・後天性（I77．0） 

 脳動脈瘤（非＜未＞破裂性）（I67．1） 

 脳動脈瘤（非＜未＞破裂性）： 

・破裂性（I60.-） 

 冠（状）動脈瘤（I25．4） 

 心室瘤（I25．3） 

 肺動脈瘤（I28．1） 

 網膜動脈瘤（Ｈ35．0） 

 静脈瘤性動脈瘤（I77．0） 

 脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈を含む）の解離、先天性（非＜未

＞出血性)（Q28．1) 

I72．0 頚動脈瘤及び解離 

I72．1 上肢の動脈瘤及び解離 

I72．2 腎動脈瘤及び解離 
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I72．3 腸骨動脈瘤及び解離 

I72．4 下肢の動脈瘤及び解離 

I72．5    その他の脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈を含む）の動脈瘤及び解離 

 脳底動脈（幹）の動脈瘤及び解離 

 除外： 

   下記における動脈瘤及び解離： 

•頚動脈（Ｉ72．0) 

•椎骨動脈（I72．6) 

I72．6 椎骨動脈の動脈瘤及び解離 

I72．8 その他の明示された動脈の動脈瘤及び解離 

I72．9 部位不明の動脈瘤及び解離 

Ｉ73 その他の末梢血管疾患 

      Other peripheral vascular diseases 

 除外： 

   凍瘡＜しもやけ＞（Ｔ69．1） 

   凍傷（Ｔ33－Ｔ35） 

   浸水した手又は足（Ｔ69．0） 

   脳動脈れん＜攣＞縮（Ｇ45．9） 

Ｉ73．0 レイノー＜Raynaud＞症候群 

  レイノー＜Raynaud＞： 

  ・病 

  ・え＜壊＞疽 

  ・現象（続発性） 

Ｉ73．1 閉塞性血栓血管炎 ［ビュルガー＜バージャー＞＜Buerger＞病］  

Ｉ73．8 その他の明示された末梢血管疾患 

  肢端チアノーゼ 

  肢端感覚異常（症）： 

  ・単純性 ［シュルツ＜Schultze＞型］  

  ・血管運動性 ［ノートナーゲル＜Nothnagel＞型］  

  紅色チアノーゼ 

  肢端紅痛症 

Ｉ73．9 末梢血管疾患， 詳細不明 

  間欠性は＜跛＞行（症） 

  動脈のれん＜攣＞縮 

Ｉ74 動脈の塞栓症及び血栓症 

 Arterial embolism and thrombosis 
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 包含： 

   梗塞症：              

   ・塞栓性             

   ・血栓性 

 閉塞症：  

   ・塞栓性    

   ・血栓性 

 除外： 

   塞栓症及び血栓症： 

   ・脳底動脈（Ｉ63．0－Ｉ63．2， Ｉ65．1） 

   ・頚動脈（Ｉ63．0－Ｉ63．2， Ｉ65．2） 

   ・脳動脈（Ｉ63．3－Ｉ63．5， Ｉ66．9） 

   ・下記の合併症： 

     ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．2） 

     ・妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞（Ｏ88.-） 

   ・冠（状）動脈（Ｉ21－Ｉ25） 

   ・腸間膜動脈（Ｋ55．0） 

   ・脳実質外動脈（脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈）（Ｉ63．0－Ｉ63．2， Ｉ65．9） 

   ・肺動脈（Ｉ26.-） 

   ・腎動脈（Ｎ28．0） 

   ・網膜動脈（Ｈ34.-） 

   ・椎骨動脈（Ｉ63．0－Ｉ63．2， Ｉ65．0） 

Ｉ74．0 腹部大動脈の塞栓症及び血栓症 

  大動脈分岐部症候群 

  レリシュ＜Leriche＞症候群 

Ｉ74．1 その他及び部位不明の大動脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ74．2 上肢の動脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ74．3 下肢の動脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ74．4 詳細不明の（四）肢の動脈の塞栓症及び血栓症 

  末梢動脈塞栓症 

Ｉ74．5 腸骨動脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ74．8 その他の動脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ74．9 詳細不明の動脈の塞栓症及び血栓症  

Ｉ77 動脈及び細動脈のその他の障害 

 Other disorders of arteries and arterioles 

 除外： 
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   膠原（血管）病（Ｍ30－Ｍ36） 

   過敏性血管炎（Ｍ31．0） 

   肺動脈（Ｉ28.-） 

Ｉ77．0 動静脈瘻， 後天性 

  動脈瘤性静脈瘤 

 ※ 静脈瘤性動脈瘤 

  動静脈瘤， 後天性 

 除外： 

     動静脈瘤 ＮＯＳ（Ｑ27．3） 

     脳動脈瘤（Ｉ67．1） 

   冠（状）動脈瘤（Ｉ25．4） 

     外傷性動脈瘤 － 各部位の血管損傷を参照 

Ｉ77．1 動脈の狭窄 

I77．2 動脈の破裂 

        瘻         動脈            

 除外： 

   動脈の外傷性破裂－各部位の血管損傷を参照 

Ｉ77．3 動脈の線維筋形成異常 

Ｉ77．4 腹腔動脈圧迫症候群 

Ｉ77．5 動脈え＜壊＞死 

Ｉ77．6 動脈炎， 詳細不明 

  大動脈炎 ＮＯＳ 

  動脈内膜炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   動脈炎又は動脈内膜炎： 

   ・大動脈弓 ［高安病］ （Ｍ31．4）      

   ・脳動脈 ＮＥＣ（Ｉ67．7）   

   ・冠（状）動脈（Ｉ25．8） 

   ・変形性（Ｉ70.-） 

   ・巨細胞性（Ｍ31．5－Ｍ31．6） 

   ・閉塞性（Ｉ70.-） 

 ・老人性（Ｉ70.-） 

I77．8 動脈及び細動脈のその他の明示された障害 

びらん 

                  動脈 

  潰瘍                 

Ｉ77．9 動脈及び細動脈の障害， 詳細不明 
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Ｉ78 毛細血管の疾患 

 Diseases of capillaries 

Ｉ78．0 遺伝性出血性毛細血管拡張症 

  ランデュー・オスラー・ウェ（ー）バー＜Rendu-Osler-Weber＞病 

Ｉ78．1 母斑， 非新生物性 

  母斑： 

  ・くもの巣状 

  ・くも状 

  ・星状 

 除外： 

   母斑： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ22.-）           

   ・青色（Ｄ22.-）・火炎状（Ｑ82．5）           

   ・有毛性（Ｄ22.-）          

   ・メラニン細胞性（Ｄ22.-）      

   ・色素性（Ｄ22.-）   

   ・・ポートワイン（Ｑ82．5）  

 ・出血性（Ｑ82．5）     

   ・苺状（Ｑ82．5） 

   ・血管 ＮＯＳ（Ｑ82．5） 

   ・いぼ＜疣＞状＜疣贅性＞（Ｑ82．5） 

Ｉ78．8 毛細血管のその他の疾患 

Ｉ78．9 毛細血管の疾患， 詳細不明 

Ｉ79＊  他に分類される疾患における動脈， 細動脈及び毛細血管の障害 

 Disorders of arteries, arterioles and capillaries in diseases classified elsewhere 

Ｉ79．0＊ 他に分類される疾患における大動脈瘤 

  梅毒性大動脈瘤（Ａ52．0†） 

Ｉ79．1＊ 他に分類される疾患における大動脈炎 

  梅毒性大動脈炎（Ａ52．0†） 

Ｉ79．2＊ 他に分類される疾患における末梢血管症＜アンギオパシー＞ 

  糖尿病性末梢血管症＜アンギオパシー＞（共通４桁項目．5 を伴うＥ10－Ｅ14†） 

Ｉ79．8＊ 他に分類される疾患における動脈， 細動脈及び毛細血管のその他の障害  

 

静脈， リンパ管及びリンパ節の疾患， 他に分類されないもの（Ｉ80－Ｉ89） 

Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes, not elsewhere classified 
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Ｉ80 静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

 Phlebitis and thrombophlebitis 

 包含： 

   静脈内膜炎            

   炎症， 静脈    

    静脈周囲炎  

           化膿性静脈炎 

 除外  

   下記における静脈炎及び血栓（性）静脈炎： 

   ・下記の合併症： 

      ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．7） 

      ・妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞（Ｏ22.-， Ｏ87.-） 

   ・頭蓋内静脈及び脊椎管内静脈， 敗血症性又はＮＯＳ（Ｇ08） 

   ・頭蓋内静脈， 非化膿性（Ｉ67．6） 

   ・脊椎管内静脈， 非化膿性（Ｇ95．1） 

   ・門脈（Ｋ75．1） 

   静脈炎後症候群（Ｉ87．0） 

   遊走性血栓（性）静脈炎（Ｉ82．1） 

 薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｉ80．0 下肢の表在血管の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

Ｉ80．1 大腿静脈の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

Ｉ80．2 下肢のその他の深在血管の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

  深在静脈血栓症 ＮＯＳ 

Ｉ80．3 下肢の静脈炎及び血栓（性）静脈炎， 詳細不明 

  下肢の塞栓症又は血栓症 ＮＯＳ 

Ｉ80．8 その他の部位の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

Ｉ80．9 部位不明の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

Ｉ81 門脈血栓症 

 Portal vein thrombosis 

 包含：  

   門脈閉塞（症） 

 除外： 

   門脈の静脈炎（Ｋ75．1）  

Ｉ82 その他の静脈の塞栓症及び血栓症 

 Other venous embolism and thrombosis 

 除外： 



- 38 - 

 

   下記における静脈の塞栓症及び血栓症： 

   ・脳（Ｉ63．6， Ｉ67．6） 

   ・下記の合併症： 

      ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．7） 

      ・妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞（Ｏ22.-， Ｏ87.-） 

   ・冠（状）静脈（Ｉ21－Ｉ25） 

   ・頭蓋内静脈及び脊椎管内静脈， 敗血症性又はＮＯＳ（Ｇ08） 

   ・頭蓋内静脈， 非化膿性（Ｉ67．6） 

   ・脊椎管内静脈， 非化膿性（Ｇ95．1） 

   ・下肢静脈（Ｉ80.-） 

   ・腸間膜静脈（Ｋ55．0） 

   ・門脈（Ｉ81） 

   ・肺静脈（Ｉ26.-） 

Ｉ82．0 バッド・キアリ＜Budd-Chiari＞症候群 

Ｉ82．1 遊走性血栓（性）静脈炎 

Ｉ82．2 大静脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ82．3 腎静脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ82．8 その他の明示された静脈の塞栓症及び血栓症 

Ｉ82．9 部位不明の静脈の塞栓症及び血栓症 

  静脈の塞栓症 ＮＯＳ 

  血栓症（静脈） ＮＯＳ 

Ｉ83 下肢の静脈瘤 

 Varicose veins of lower extremities 

 除外： 

   妊娠の合併症（Ｏ22．0） 

   産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ87．8） 

Ｉ83．0 潰瘍を伴う下肢の静脈瘤 

  潰瘍を伴う又は潰瘍性と明示されたＩ83．9 の各病態 

  静脈瘤（性）潰瘍（下肢， 各部位） 

Ｉ83．1 炎症を伴う下肢の静脈瘤 

  炎症を伴う又は炎症性と明示されたＩ83．9 の各病態 

  うっ滞性皮膚炎 ＮＯＳ 

Ｉ83．2 潰瘍及び炎症の両者を伴う下肢の静脈瘤 

  潰瘍及び炎症の両者を伴うＩ83．9 の各病態 

Ｉ83．9 潰瘍又は炎症を伴わない下肢の静脈瘤 

  静脈拡張（症）   

                 下肢 ［各部位］ 又は部位不明 
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  静脈瘤 

Ｉ85 食道静脈瘤 

 Oesophageal varices 

Ｉ85．0 出血を伴う食道静脈瘤 

Ｉ85．9 出血を伴わない食道静脈瘤 

  食道静脈瘤 ＮＯＳ 

Ｉ86 その他の部位の静脈瘤 

 Varicose veins of other siteｓ 

 除外： 

   網膜静脈瘤（Ｈ35．0） 

   部位不明の静脈瘤（Ｉ83．9） 

Ｉ86．0 舌下静脈瘤 

Ｉ86．1 陰のう＜嚢＞静脈瘤 

  精索静脈瘤 

Ｉ86．2 骨盤静脈瘤 

Ｉ86．3 外陰静脈瘤 

 除外：  

     分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ87．8） 

   妊娠の合併症（Ｏ22．1） 

Ｉ86．4 胃静脈瘤 

Ｉ86．8 その他の明示された部位の静脈瘤 

  鼻中隔の静脈瘤性潰瘍 

Ｉ87 静脈のその他の障害 

 Other disorders of veinｓ 

I87．0 血栓後症候群 

  静脈炎後症候群 

Ｉ87．1 静脈圧迫 

  静脈狭窄 

  （上）（下）大静脈症候群 

 除外： 

   肺静脈（Ｉ28．8） 

Ｉ87．2 静脈機能不全（症）（慢性）（末梢） 

Ｉ87．8 静脈のその他の明示された障害 

Ｉ87．9 静脈の障害， 詳細不明 

Ｉ88 非特異性リンパ節炎 

 Nonspecific lymphadenitis 
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 除外： 

   急性リンパ節炎， 腸間膜を除く（Ｌ04.-） 

   リンパ節腫大 ＮＯＳ（Ｒ59.-） 

   全身性リンパ節症を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ23．1） 

Ｉ88．0 非特異性腸間膜リンパ節炎 

  腸間膜リンパ節炎（急性）（慢性）  

Ｉ88．1 慢性リンパ節炎， 腸間膜を除く 

  慢性リンパ節炎， 腸間膜を除くすべてのリンパ節 

Ｉ88．8 その他の非特異性リンパ節炎 

Ｉ88．9 非特異性リンパ節炎， 詳細不明 

  リンパ節炎 ＮＯＳ 

Ｉ89 リンパ管及びリンパ節のその他の非感染性障害 

 Other noninfective disorders of lymphatic vessels and lymph nodes 

 除外： 

   乳び＜糜＞性陰のう＜嚢＞水瘤： 

   ・フィラリア＜糸状虫＞性（Ｂ74.-） 

   ・鞘膜性（非フィラリア＜糸状虫＞性） ＮＯＳ（Ｎ50．8） 

   リンパ節腫大 ＮＯＳ（Ｒ59.-） 

     遺伝性リンパ浮腫（Ｑ82．0） 

     乳房切断後リンパ浮腫（Ｉ97．2） 

Ｉ89．0 リンパ浮腫， 他に分類されないもの 

  リンパ管拡張（症） 

Ｉ89．1 リンパ管炎 

  リンパ管炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・慢性 

  ・亜急性 

 除外： 

   急性リンパ管炎（Ｌ03.-） 

Ｉ89．8 リンパ管及びリンパ節のその他の明示された非感染性障害 

  乳び＜糜＞性陰のう＜嚢＞水瘤（非フィラリア＜糸状虫＞性） 

  リポメラニン性細網症 

Ｉ89．9 リンパ管及びリンパ節の非感染性障害， 詳細不明 

  リンパ管の疾患 ＮＯＳ 

 

循環器系のその他及び詳細不明の障害（Ｉ95－Ｉ99） 
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Other and unspecified disorders of the circulatory system 

 

Ｉ95 低血圧（症） 

 Hypotension 

 除外： 

     心血管性虚脱（Ｒ57．9） 

   母体の低血圧症候群（Ｏ26．5） 

     非特異的な血圧低下 ＮＯＳ（Ｒ03．1） 

Ｉ95．0 特発性低血圧（症） 

Ｉ95．1 起立性低血圧（症） 

  低血圧（症）， 体位性 

 ※ 起立性調節障害 

 除外： 

   神経原性起立性低血圧（症） ［シャイ・ドレーガー＜Shy-Drager＞症候群］  

   （Ｇ90．3） 

Ｉ95．2 薬物による低血圧（症） 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｉ95．8 その他の低血圧（症） 

  慢性低血圧（症） 

Ｉ95．9 低血圧（症）， 詳細不明 

Ｉ97 循環器系の処置後障害， 他に分類されないもの 

 Postprocedural disorders of circulatory system, not elsewhere classified 

 除外： 

   術後ショック（Ｔ81．1） 

Ｉ97．0 心（臓）切開後症候群 

Ｉ97．1 心臓手術に続発するその他の機能障害 

  心機能不全 

             心臓手術に続発するもの又は心臓プロステーシスが装着  

心不全          されているもの 

Ｉ97．2 乳房切断後リンパ浮腫症候群 

  象皮病 

                      乳房切断術によるもの 

  リンパ管の閉塞（症）   

Ｉ97．8 循環器系のその他の処置後障害， 他に分類されないもの 

Ｉ97．9 循環器系の処置後障害， 詳細不明  

Ｉ98＊  他に分類される疾患における循環器系のその他の障害 

 Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere 

 除外： 
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   本章の中で他の星印（＊）項目に分類される障害 

Ｉ98．0＊ 心血管梅毒 

  心血管梅毒： 

  ・ＮＯＳ（Ａ52．0†） 

  ・先天性， 晩期（Ａ50．5†） 

Ｉ98．1＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における心血管障害 

  心血管性：  

  ・シャーガス＜Chagas＞病（慢性）における障害 ＮＥＣ（Ｂ57．2†） 

  ・ピンタ＜pinta＞ ［カラート＜carate＞］ （Ａ67．2†） 

I98．2＊ 他に分類される疾患における出血を伴わない食道静脈瘤 

 下記による食道静脈瘤： 

 ・肝障害（K70－K71†，K74.-†） 

 ・住血吸虫症（B65.-†） 

I98．3＊ 他に分類される疾患における出血を伴う食道静脈瘤 

  下記による食道静脈瘤： 

•肝障害（K70－K71†，K74.-†） 

•住血吸虫症（B65.-†） 

Ｉ98．8＊ 他に分類される疾患における循環器系のその他の明示された障害 

Ｉ99 循環器系のその他及び詳細不明の障害 

 Other and unspecified disorders of circulatory system 

 

 


